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サブミリ波計測技術における 
高精度測定とその技術の応用 

宇宙航空研究開発機構 研究開発部門 

センサ研究グループ 

        西堀 俊幸 
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サブミリ波帯（テラヘルツ波）電波の特徴 

サブミリ波帯 
（周波数：300GHz～3THz） 

©国立天文台 

©国立天文台 

アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計（ALMA） 

超伝導サブミリ波リム放射サウンダ（JEM/SMILES） 

【特徴】 サブミリ波帯にはガス分子の回転遷移輝線が多く存在するた
め、スペクトル輝線の情報から、ガス分子の種類、密度、圧力、温度
などがリモートセンシング可能である。但し、地上では水蒸気による吸
収が大きいため、遠距離通信や地上からの観測には不向きである。 
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JAXAにおけるサブミリ波観測と技術 
 国際宇宙ステーションから高層大気のオゾン等を観測し、
大気環境変動を解明するために超伝導センサを持つ高感度
なサブミリ波（640GHz帯）受信機を搭載するJEM/SMILESを
開発した。その性能を地上で検証のためにJAXAでは以下の
新しい測定技術を開発する必要があった。 
 
 ① サブミリ波帯アンテナやミラーの反射損失から生じる
ジュール損失によるシステム雑音の実測評価 
 ② サブミリ波帯アンテナ放射特性の実測評価、集束ビー
ム給電系伝送ビームの実測と評価 

JEM/SMILES 

SMILESで実施したサブミリ波性能試験の様子（受信機性能、近傍界測定） 

サブミリ波帯検証 
技術の実用として 
は世界初 
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JAXAが開発した技術と従来技術の比較 
① 絶対反射率測定 

製品例：絶対反射率測定システム 
（日本分光株式会社） 

【従来技術】 紫外・可視・赤外
帯の反射率絶対測定装置：  
分光光度計などの名称で製品
化されている。絶対測定のた
めに積分球を用い、反射率や
透過率を1-3%前後の精度で測
定する装置である。テラヘルツ
帯専用の物も製品化されてい
るが，反射率が高い（金属鏡
など）を1%以下の高精度で測
る装置の実用例は無い。 

・超伝導センサ 
・多重反射の使用 
・Y-ファクタ法 

サブミリ波反射損失測定装置（JAXA） 

微小な損失の測定 

【メーカへの期待】 
・入射角の変更が可能な光学系の導入 
・試料交換等の自動化 
・自由空間法による誘電率測定の高精度化、サブミリ波帯への拡張 

産業技術研究センターなどの試験・研究設備とし
て導入が期待できる反射損失測定装置の製品化 

技術移転 
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JAXAが開発した技術と従来技術の比較 
② 高精度近傍界測定 

製品例：ニアフィールド測定装置 
（米国 NSI 社） 

アンテナ近傍界測定装置：  
アンテナの開口面から3λ～5λ離
れた近傍界領域の振幅と位相を
0.5λ間隔で平面走査し、フーリエ
変換によりアンテナの遠方界放射
特性を得る装置である。長時間に
亘る位相測定を行うので、高精度
かつ熱的安定で高価なスキャナが
開発されている。但し、被測定物の
機械基準に対して電磁波ビームの
評価を高精度に出来ない。 

・スリット付き光学ターゲットの使用 
・近傍界測定装置によるアライメン
ト測定 
・3次元測定器による近傍界測定装
置の検定 

高精度非接触位置測定機構を持つ 
サブミリ波近傍界測定装置（JAXA） 

・供試体のアライメント情報（位
置、傾斜、回転）を実測して電
磁界ビームを補正(調整はしな
い） 

【メーカへの期待】 
・レーザによるアライメント測定の完全自動化 
・高精度なアンテナ近傍界測定装置に付加す
るアライメント測定装置の商品化 

・従来より高精度なアンテナ近傍界測定装置の製品化 
・車載、航空機搭載レーダなどのビームアライメント装置の製品化 

（ITS技術の進歩により高精度化） 技術移転 

類似装置のイメージ： 
自動車のヘッドライトテ

スター 
（車体に対する光軸や

照射特性を測定） 
→ ITS技術の発達で

車載レーダでも同様な
検査の需要が考えら

れる． 

www.iyasaka.co.jp 
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（1） サブミリ波反射損失の高精度測定 

  サブミリ波帯のリモートセンシングでは、高感度な検
出を使うために受信機光学系の反射損失を高精度
（測定精度0.1%）に評価する必要があった。 

  ファブリペロー共振器を用いた方法や参照鏡を用い
た方法などの研究例が従来見られたが、光学系が共
振条件を満足しない等の問題が度々生じ、安定に測
定が実施出来なかった。また、可視光ミラーの反射
率測定装置でも測定精度は1～3%である。 

従来技術とその問題点 
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 サブミリ波用アンテナ光学系に用いられる反射鏡材料の反
射損失を高精度に測定する装置 

金属片試料の間にサブミリ波を複数回反射させること
で、反射損失（ジュール損失）による鏡面の物理温度に
起因した付加雑音を超伝導受信機で受け、試料が無
い場合の雑音電力との比較から、試料の反射損失を
求める測定装置（参照鏡面が不要） 

サブミリ波反射損失の測定方法及び測定装置とは 

試料（テストピース） 

サイドバンド分離と測定偏
波を変更するための光学系 

液体窒素 

 反射率既知の基準となる鏡面が無い 

 微小な損失の測定 → 高感度測定が
必要 

 参照鏡面を必要としない絶対測定 

 試料有無の比較測定 

 試料有無で光学系構成が不変 

 高感度測定 

 多重反射の利用 

 Y-factor法 

試料が無い光学系を通過
する時と試料で多重反射
した時の受信電力の比か
らミラーの損失を求める． 
（ミラーに反射損失が無い
場合はYref = Ysampleと
なる） 

試料（テストピース） 

基準光学系 
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金属片試料の反射損失測定結果例（陽極酸化皮膜あり）：
625.32GHzと649.32GHzにおける反射損失（直交2偏波）の測定
結果。反射損失を約0.02%の精度で測定可能である。 

モデルフィットによる導電率算出例：625.32GHzと649.32GHzでの
反射損失（直交2偏波）の測定結果から導電率のモデルフィット
により求めたもの。 

サブミリ波反射損失測定例 

金属片試料の例 

超伝導受信機 

液体窒素 

640GHz帯 
局部発振器 

サブミリ波（640GHz帯）反射損失測定装置 

試料（テストピース） 

サイドバンド分離と測定偏
波を変更するための光学系 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
  シンプルなテストピース（平板）の多重反射を用いて

反射率の絶対測定を行う装置。超伝導センサを用い
て高感度な測定を実現した。 

  従来は参照鏡や共振器を用いて反射率を測定して
おり、安定で高精度な反射率の測定が難しかった。 
 
 
 

  本技術の適用により、約0.02%の精度で反射率が

絶対測定できるため、高感度検出に使用される光学
系の材料や表面処理の検査に応用が期待される。 

従来技術：Fabry-Perot干渉計による測定 

Raymond Y Chiao, “Parametric oscillation of a moving mirror 
driven by radiation pressure in a superconducting Fabry–Perot 
resonator system”, The Royal Swedish Academy of Sciences , 
Physica Scripta, Volume 2012, T151  
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想定される用途 
 サブミリ波帯（テラヘルツ帯）の電磁波を用

いる高感度な検出装置の光学系やアンテナ
に用いるミラーの反射率（表面処理による違
い）を0.1%以下の高精度で測定することが出
来る。 

 

将来のテラヘルツ帯利用拡大に向けて，産業技術研究セン
ターなどの試験・研究設備として導入が期待できる反射損測

定装置（反射率、透過率、複素誘電率）としての製品化 
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実用化に向けた課題 
  測定周波数における反射面の物性値（誘電率等）

を得るためには、反射率の入射角度依存性を測定す
る必要がある。また、光学系切替（同時に試料の取
付取り外し）の自動化が必要である。 

 

試料に対して入射角と反射角を変更出来る特殊な光
学系の導入 

光学系切替と試料の取付取り外しをロボティクス技
術等による自動化 



12 

企業への期待 
 入射角度を可変とするために測定光学系のミ

ラーに回転楕円体を用いるなどの工夫が必要
である。また、試料の取付取り外しについては
ロボティクス技術などが期待出来る。 
 光学（可視光）機器用ミラーの反射率測定装

置を製品として持つ、企業との共同研究を希望
する。 
 公的試験センターなどが導入する反射率測

定のための標準設備を狙うことで、グローバル
なマーケット市場も期待出来る。 
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（2）高精度非接触位置測定機構を持つ 
サブミリ波近傍界測定装置 

  従来のアンテナ近傍界測定では、
供試体（アンテナなどの被測定光
学系）と電磁界測定系間のアライメ
ント調整を機械的に行って設置誤
差を取り除いていた。しかし、アライ
メント調整には限界があり、測定結
果に含まれるミスアライメントの影
響を定量的に評価することが困難
であった。→ 50μm 精度のミスアラ
イメントの影響を評価する必要 

従来技術とその問題点 

従来技術：アライメント調整を行
う近傍界測定装置 
（©API services) 



14 

  被測定光学系（供試体）と電磁界測定系間のアライメント情報を高精度
かつ非接触に測定して、供試体の設置誤差等の影響を取り除くことが可
能なサブミリ波近傍界測定装置 

アライメント測定時の近傍界測定装置：
レーザオートコリメータにより被測定側の
光学系基準に対する位置ずれ、傾きを測
定し、サブミリ波電磁界特性の測定結果を
校正する 

サブミリ波測定時の近傍界測定装置：被測定
サブミリ波光学系の電磁界特性の測定を平面
走査により実現する 

オートコリメータ 

X-Yスキャナ 偏波角回転機構 

サブミリ波送信機 

サブミリ波受信機 

偏波角回転機構 
X-Yスキャナ 

距離変更機構 

電磁界プローブ 

高精度非接触位置測定機構を持つ 
サブミリ波近傍界測定装置とは 
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Mars Express / MARSIS 

サブミリ波近傍界測定系座標：被測定光学系の
電磁界ビームを異なる観測距離(z1，z2）にて電
磁プローブを平面走査することにより、2次元のサ
ブミリ波ビームパターンを測定する 

ミスアライメントを持つサブミリ波ビーム：近傍界
測定座標系がミスアライメントを持つ場合、測定さ
れる電磁界特性にアライメント誤差が含まれてし
まい、被測定光学系の機械的な製造誤差による
電磁界特性であるかどうか切り分けが困難となる
→ 測定座標間のミスアライメントを測定し、電磁
界特性から取り除く補正を行う 

特許：「高精度非接触位置測定機構を持つサ
ブミリ波近傍界測定装置」ではミスアライメント
を50µm以下の精度で実測し、測定された電磁
界特性を補正する 

サブミリ波近傍界測定装置によるビーム測定例 
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 「高精度非接触位置測定機構を持つサブミリ波近
傍界測定装置」では、被測定光学系と測定系間の
距離とミスアライメント（位置、傾き）を測定する。ミ
スアライメントの測定はオートコリメータの反射光量
の変化を用いているため自動化していない。ミスア
ライメントの測定が完全に自動化出来れば一般的
な測定システムとしての完成度は高くなる。 

スリット付き 
光学ターゲット 

被測定光学系（例） 

被測定光学系の例とスリット付き光学ターゲット 

被測定光学系の例とスリット付
き光学ターゲット（正面）： 
 3箇所のターゲット位置と傾き
をレーザオートコリメータで測定
し、電磁界測定時のミスアライメ
ントを算出する。測定したター
ゲット位置の全データを用いる
ことで、被測定光学系の剛体回
転も求めることが可能である。 
ターゲットのスリットは位置決め
ピンのより供試体に固定される
とともに、3次元測定機により中
心位置を精密測定している。 

X-Yスキャナ 

オートコリメータ 

アライメント測定用スリット付き光学ターゲット 

被測定光学系（例） 

スリット付き 
光学ターゲット 

被測定光学系（例） 
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新技術の特徴・従来技術との比較 
 従来の近傍界測定装置では、測定された

ビームや遠方界放射特性に含まれているアラ
イメント誤差を定量的に評価出来なかった。 
 
 供試体に取り付けたスリット付き光学ターゲッ

ト（3箇所以上）を用いて、近傍界測定装置から

見た供試体側の傾斜、位置、回転を求めること
により、近傍界測定系と供試体間の設置誤差
を除去したビームや遠方界放射特性の評価が
可能になった。 
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想定される用途 
従来のアンテナ近傍界測定

装置の高精度化（テラヘル
ツ帯の対応） 

航空機搭載レーダや車載ミ
リ波レーダの高精度な校正
を行う測定装置への応用 

輻射位置を正確に測定す
るEMC測定装置 

イメージングレーダの高精
度校正装置 

 

www.sakaeriken.co.jp 
www.mvg-world.com 

www.fdk.co.jp 
従来装置例：EMC測定装置 

従来装置例：レーダ校正装置 

従来装置例：車載ミリ波レーダ 
の校正装置 
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実用化に向けた課題 

 スリット付き光学ターゲットの中心座標を非
接触で算出する操作はレーザ受光量の変化
を読み、中心位置を求めているため手動操作
である。 
 
 コリメータのレーザ受光レベルを計算機に取

り込み、近傍界測定装置を自動的に十字ス
キャンして中心座標を求める機能を付加すれ
ばアライメント測定の自動化が出来る． 
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企業への期待 
光学ターゲット中心座標算出（アライメント計

測）の自動化 
アンテナ近傍界測定装置の高精度化（マイク

ロ波～ミリ波帯からテラヘルツ帯対応へ）の商
品化 
航空機搭載レーダや衝突防止（ITS）車載レー

ダ用レーダビーム校正装置の高精度化 
製品から輻射される電磁界の位置を正確に

算出するEMC測定装置 
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• 発明の名称 ： 高精度非接触位置測定機構を持つサブミリ波 

           近傍界測定装置 

• 出願番号 ： 特開2015-127718 

• 出願人 ： 宇宙航空研究開発機構 

• 発明者 ： 西堀俊幸 

本技術に関する知的財産権 
• 発明の名称 ： サブミリ波反射損失の測定方法及び測定装置 

• 出願番号 ： 特許第5540357号 

• 出願人 ： 宇宙航空研究開発機構 

• 発明者 ： 西堀俊幸、菊池健一、水越和夫、真鍋武嗣 
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本技術に関する問い合わせ先 

宇宙航空研究開発機構 

新事業促進部 新事業課 

 

 

e-mail Z-shingijyutu@jaxa.jp 
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